
協定留学近況報告書 

記 入 日 2017年 5月 3日 

留 学 先 大 学 梨花女子大学 

留 学 先 で の 所 属 学 部 等 

特定の学部･研究科等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：     ，（現地言語での名称）：      

特定の学部等に所属せず様々な学部等の授業を履修している。 

その他：      

留 学 期 間 2017年2月－2017年6月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部2年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     年生 

Ｉ. 出発前にどのように情報を集め、準備をしましたか。しておいて良かったこと，準備不足だったこと，ぜひ次の学

生に準備としてアドバイスしたいことを記述してください。 

インターネットで検索をかけると、韓国留学をしていた方のブログがたくさんヒットします。上位に出てくるようなものは非常に詳

しく留学中の生活について書いてあるので、それらを拝見して準備の参考にしました。準備不足だったことは語学の勉強で

す。語学の勉強はしすぎるということがないと思うので、出発前に積極的にしておくことをおすすめします。 

逆にやっておいて良かったと思ったことは、出発前に、明治大学に留学に来ていた外国人学生のフェアウェルパーティーに

参加したことです。そこで知り合った韓国人の学生と今非常に親しくしており、たくさん助けてもらっています。事前に現地の

友人を作っておくと留学先での生活がずっと楽しくなると思います。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類：D-2 申請先：韓国領事館  
ビザ取得所要日数：3日程度  

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：無料 

ビザ取得のためにどのような書類の提出が求められましたか？また，どのように手配しましたか？ 

①パスポート②申請書③証明写真④留学先大学の入学許可証が必要でした。申請書は領事館のホームページからダウン

ロードできますし、領事館に行くと窓口に置いてあります。留学先大学の入学許可証は、出発の２〜１ヶ月前に留学先大学か

ら届きました。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

必要書類を持って領事館に行くと担当の方が確認してくださり、記入漏れや間違って記入しているところがあると指摘されそ

の場で直すことができました。書類のチェックが全て終わると○日後以降に来てくださいと言われるので、その通りに再度領

事館を訪れればビザを受け取れます。書類準備や領事館への道のりが非常に大変ですが、領事館で行うことはほとんど何

もないです。 

ビザ取得の際に，留学先国大使館で面接のあった方は，どのような質問を受けましたか？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

韓国領事館のホームページを見ると、銀行の残高証明書や明治大学の在学証明書も必要と書いてありますが、実際には

必要ありませんでした。（領事館に電話をかけると日本語で応対してくださるので、申請に行く前に電話をして確認しました。）

また、証明写真は背景の色とサイズに指定がありました。恥ずかしい話ですが、私は背景の色を１度間違えてしまって撮り直

しました。撮ったすぐあとで気付いたので良かったですが、領事館に持って行ってからだったらと思うと恐ろしいです。 

 

 

 

 

 



Ⅱ-2．留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について） 

その他済ませておくべき準備があればお書き下さい（現地での現金調達準備，携帯電話購入，荷物運送など） 

韓国はカード社会なので生活するうえで現金はほとんど必要ないと思い、５万円程度しか両替していかなかったのですが、

寮費など諸経費の支払いには現金が必要だったので、２０万円前後は両替してから韓国に持って行く、もしくは日本円で持

って来て、到着後すぐ両替すれば便利だったなと思いました。 

携帯電話は、私は日本で購入した携帯電話を休止状態（Wi-Fi に接続しているときだけインターネットに繋げる状態、電話

番号やメールアドレスは使用不可）にして韓国に持って行き、現地でプリペイド式の携帯電話を購入しました。詳しい購入方

法は後述します。 

荷物に関しては、私はすぐに使用しない荷物は航空便で韓国に郵送し、出発時に持って行った荷物はスーツケースひとつ

分でした。ただ、周りには荷物を送らずスーツケースをふたつ持って飛行機に乗って来た子もたくさんいました。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 JAL 

航空券手配方法 JALホームページ 

大学最寄空港名 金浦空港 現地到着時刻 11:30頃 

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

大学手配の

出迎え 

知人の 

出迎え 

公共交通機関 

 （ バス 電車）      

タクシー  その他                      

移動の所要時間 20分程度 

空港からｷｬﾝﾊﾟｽへの移動の際の注意点，タクシー・公共交通機関で移動する際の行き方，料金等 

荷物が重く、韓国へ来るのも初めてで地下鉄やバスが全く分からなかったので、空港から大学まではタクシーで移動しました。韓国のタク

シーについて、悪い話も多くありますが、お昼であれば基本的に大丈夫だと思います。実際に私も片言の韓国語でやりとりしましたが大丈

夫でした。料金は 1500 円程度だったと思います。ただ、地下鉄やバスは乗り換えや移動が大変ですが、ぼったくりのリスクもないですし、

料金はタクシーの 10分の 1程度です。 

大学到着日 2月 23日 12時頃 

2.住居について 

到着後すぐに住居 

入居できましたか？ 

はい 

いいえ 

いいえを選んだ方：     月     日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮       アパート        その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋  二人部屋       その他（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（     ） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した    その他（     ） 

住居の申込み手順 梨花女子大学に入学申請をする際、同時に申し込みができます。 

住居は渡航前に，また渡航後すぐに見つかりましたか？トラブルはありましたか？ 

申請後、抽選で入寮できるかできないか決まり（外れることは基本的にないです）、結果が伝えられます。入寮する棟や部

屋は大学側に勝手に割り振られます。 

3.留学先でのオリエンテーションについて 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの有無 あった  なかった 

日程 2月 24日 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ ごく一般的なオリエンテーションです。大学での生活や授業について説明を受けます。昼食が出

ました。進行は全て英語でした。 



留学生用特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ あった  なかった 

授業開始日 3月 2日から 

Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可等の申請の必要はありますか？いつ、どこで、方法は？日数、料金は？トラブルは？ 

外国人登録証を発行する必要があります。必要書類やその書き方などは前述したオリエンテーションで頒布されますが、現

地でまた指定サイズ・カラーの証明写真を準備する必要があります。事前にインターネットで調べて日本で撮影してから持っ

て行った方が手間かからずに済んだと思いました。書類の提出と登録証の受け取りは学校で行うので楽でしたが、１度、梧

木橋駅のソウル出入国管理事務所で指紋登録を行う必要があり、これが少し面倒かつ大変でした。あと、値段は忘れてし

まいましたが申請時にお金を払う必要があったと思います。申請は３月上旬に行い、発行まで１ヶ月程度かかりました。 

2．その他現地でした手続きは？（健康診断、予防接種等）いつ、どこで、方法、日数、料金は？トラブルは？ 

特にありませんでした。 

3．現地で銀行口座を開設しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

学校の斡旋もあり、大学構内に支店がある新韓銀行の口座を作りました。前述のオリエンテーションで配られた書類に従っ

て準備し、構内の支店に持って行けば申請ができ、２週間〜２０日ほどで口座が完成します。ただ、私は留学期間が１学期間

のみであること、そして基本的にクレジットカードを利用して生活していることがあり、今のところ作っただけでいっさい利用して

いません。 

4．現地で携帯電話を購入しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

梨花女子大学からほど近い新村駅のすぐ近くに日本語が通じる JK モバイルというお店があります。そこにパスポートを持っ

て行けばスムーズに契約ができます。私は前述した通り日本から持って来た携帯電話もありましたが、Wi-Fiがなくてもインタ

ーネットに接続できるプリペイド式の携帯電話を JK モバイルで購入、契約しました。さらに Wi-Fi ルーターもレンタルして持っ

て行きましたが、韓国で購入した携帯電話で Wi-Fi デザリングができるので、正直ルーターは必要なかったなと感じていま

す。こちらで購入した携帯電話の料金は、本体料金が２万円程度、利用料金が１万円程度だったと思います。利用料金は

後から追加できます。               

                  

Ｖ. 履修科目と授業について 

1.履修登録はいつどのような形で行いましたか？ 

出発前に（     月     日頃） 

    オンラインで登録 志願書類に記入して登録 できなかった その他（     ） 

到着後に（2月 28日頃） 

    オンラインで登録 国際オフィス等の仲介  できなかった その他（     ） 

登録時に留学生として優先されることは あった        なかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

優先はありませんでしたが、韓国語の授業は留学生しか受講しませんし、事前にクラス分けテストを受け、指定されたコード

を履修申請時にオンラインで登録、という形だったので大変ではありませんでした。現地生と一緒に受ける授業は完全先着

制なので、開始時間になったらすぐにポータルサイトにアクセスして履修登録を行いました。 

出発前に授業を登録した方は，現地で変更・追加できましたか？また希望通りの授業が取れましたか？ 

      



Ⅵ. 一週間のスケジュール 授業時間、課外活動、勉強時間等、毎日の生活について記入してください。 

 月 火 水 木 金 土 日 

7:00 
                                          

8:00 
韓国語 韓国語 韓国語 韓国語                   

9:00 
韓国語 韓国語 韓国語 韓国語                   

10:00 
韓国語 韓国語 韓国語 韓国語                   

11:00 
昼食 昼食 昼食 昼食                   

12:00 
自習 自習 自習 自習                   

13:00 
自習 自習 自習 自習                   

14:00 
自習 授業 授業 自習                   

15:00 
授業 授業 授業 授業                   

16:00 
授業 自習 自習 授業                   

17:00 
自習 自習 自習 自習                   

18:00 
自習 自習 自習 自習                   

19:00 
                                          

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
                                          



  

Ⅶ. 現在までの感想  

留学先大学、プログラムについて、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

梨花女子大学は欧米から来ている留学生、また英語留学のために来ている留学生も多いため、留学生向けのガイダンスは

基本的に英語で行われます。英語がある程度理解できないと少し困るかもしれません。私は国際日本学部で勉強していた

のでなんとかなりましたが、苦労している日本人留学生もたくさんいました。また、英語圏の学生と知り合う機会は多いのです

が、積韓国人の学生と知り合う機会があまりないです。無理だ、合わないと思ったらやめたり離れたりすれば良いので、まず

は自分からどんどんネットワークを広げて、いろいろなコミュニティに飛び込んでいくべきだと感じました。 

寮での生活ですが、寮は門限や点呼は一切無く、部屋や設備も綺麗です。大学構内にあるので移動も楽です。しかし、ル

ームメイトや暮らす部屋は大学側に勝手に（たぶんランダムで）割り振られるので、２人部屋は安いですがルームメイトと生活

習慣が合わないと苦労します。Wi-Fiはありますが、夜は非常に重くなりますし、不定期に故障して接続できなくなることもあり

ます。また寮は食事が出ませんし自炊する環境も充実していません。小さい冷蔵庫が各部屋にあるのが救いです。シャワー

ルームは部屋、もしくは階ごとにありますが浴槽はないです。また、部屋によってベッドスタンドが点かない、床暖房が点かな

い、引き出しやベッドが壊れた、といったトラブルも多く聞きます。実際私の部屋もベッドスタンドが点かず、担当の方に申し出

ましたが直らないと言われました。隣の部屋や廊下での物音・話し声もかなり聞こえます。正直、私は寮での生活は不便だと

感じています。 

授業は、非常に難しい科目を履修しない限り、予習復習をきちんとしておけばテストでもそれなりの点数は取れると思いま

す。私は韓国語があまり上手くないこともあり、現地生と一緒に受ける授業では日本に関するものを履修しています。先生も

日本語が堪能な方なので、勉強法についてもアドバイスを頂きながら勉強しています。 

寮では食事に苦労すると前述しましたが、その代わり大学構内や周辺には安くて美味しい飲食店がたくさんあります。また化

粧品や日用品、洋服も可愛くて安い大学周辺で一通り揃います。今のところ、韓国で生活していて日用品について不便だと

感じることはほとんどないです。 

留学先大学を目指す学生に向けてのアドバイスをお願いします。 

梨花女子大学は非常に国際色豊かな学校です。自分から積極的に行動すれば、日本人はもちろん、いろいろな国の学生

と知り合い、新しい経験をすることができます。また良くも悪くも放任主義といった雰囲気があり、留学生活を良くするもの悪く

するのも自分次第だと、こちらで過ごしながらひしひしと感じています。当たり前ですが思い通りにいかないことも多く、私も最

初の１ヶ月は非常に落ち込んでいました。しかし、それを乗り越えて、今すごく精神的に成長できたと思います。 

梨花女子大学には、人と出会うチャンス、そして自分を変えるチャンスがたくさんあります。勇気を出してそれを拾い上げる

か、ぼうっと見過ごしてしまうかで、充実度も変わって来ます。準備の段階から、前向きな、積極的な行動を心がけることが、

韓国に到着してからの毎日にも影響するのではないかなと思います。 


